
支担官第６１６号 

令和４年２月４日 

                                 支出負担行為担当官 

                                 防衛省大臣官房会計課 

                                 会計管理官 大塚 英司 

                                  （ 公 印 省 略 ） 

公    告 

下記により入札を実施するので参加されたい。 

記 

１．入札に付する事項 

調達番号 件    名 規格等 納入場所 納入期限 摘 要 

情-Ａ-０１５、 

情-Ｂ-０２４、 

情-Ｂ‐装-００９ 

ＤＶＤマルチドライ

ブ外４１件 
仕様書のとおり 仕様書のとおり 令和4年3月31日  

２．入札方式  一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件） 

 

３．入札日時  令和４年２月１８日（金）１０：３０ 

 

４．入札場所  防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室 

 

５．参加資格 （１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又

は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある

場合に該当する。 

       （２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

       （３）令和 01・02・03 年度競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のＤ等級以上に格付けさ

れ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 

              （４）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受

けている期間中の者でないこと。 

       （５）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者

と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこ

と。 

６．入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価

格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積も

った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

７．入札保証金及び契約保証金  免 除 

 

８．入札の無効  ５の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 

 

９．契約書作成の要否  要 

 

10．適用する契約条項  一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項 

 

11．そ の 他        

 （１）入札案内及び仕様書等受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。 

 （２）同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和４年２

月１４日（月）１２時００分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提

出すること。 
 （３）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事

由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。 

（４）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.geps.go.jp/）を利用した応札及び入開札手続に

より実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可と

するが、郵便入札については、令和４年２月１６日（水）までに、下記担当者必着分を有効とする。 

（５）入札案内（仕様書）の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町５－１ （庁舎Ａ棟 10 階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。 

受付時間 ９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く） 

また、入札案内（仕様書）のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp 

メール件名  ：「件名：○○○」 仕様書送信依頼 

添付ファイル ：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

防衛省大臣官房会計課契約係 上田 亮太 電話 03-3268-3111 内線 20823 



番号 品名 カタログ製品名ａ） 数量 単位 備考

1 DVDマルチドライブ
エレコム(株)LDR-PML8U3CLBK
(株)バッファロー DVSM-PTCV8U3-BKB
(株)アイ・オー・データ機器 　DVRP-UC8X

350 個

2
ステープラーカート
リッジ

リコージャパン(株)　ＰＰＣステープラーカートリッジ
タイプ７（315254)

5 個

3
ステープラーカート
リッジ

リコージャパン(株)　ＰＰＣステープラーカートリッジ
タイプ５（315874)

5 個

4
タブレット用ヘッド
セット

エレコム(株)　HS-HP22TBK
（株）バッファロー　BSHSHCS100BK
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

50 個 a)

5 チャック付き袋
伊藤忠ﾘｰﾃｲﾙﾘﾝｸ　ﾁｬｯｸ袋マット印刷付　IRLM-ZBM8
セイニチ ユニパック MARK-8H
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 袋 a)

6
会議用マイクスピー
カー

ヤマハ(株) YVC-330 23 個

7 TYPE-A　充電器
サンワサプライ(株) ACA-IP70BK
エレコム(株)　AVA-ACUBN003BK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 a)

8 Webカメラ
サンワサプライ(株) CMS-V51BK
j5create　JVCU435
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

20 個 a)

9 卓上スタンド
エレコム(株) UCAM-DSARMBK
サンワサプライ(株) CMS-STN1BK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

20 個 a)

10 集音マイク
サンワサプライ(株)　MM-MCU05BK
オーディオテクニカ(株)　AT2020USB+
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

2 個 a)

11 Wi-fiルータ
富士ソフト(株)　FS030WMB1
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

35 個 a)

12
会議用カメラ・マイク
スピーカー

(株)ロジクール　GROUP CC3500eR 18 個

13 HDMIケーブル
エレコム(株) DH-HD14EA50BK
(株)バッファロー BSHD3S50BK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

25 本 a)

14 HDMI延長コネクタ
エレコム(株) AD-HDRP40
(株)ミヨシ HDA-RE01
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

8 個 a)

15 スリッパ

テンダイ　ラインスリッパ　ネイビー　Ｌサイズ
日本スリッパ　ビニールレザースリッパＢＬ（滑り止め付
きＷ底スリッパ）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 足 a)

16 ４３インチモニタ
(株)ジャパンネクスト　JN-VT4300UHDR
(株)アイ・オー・データ機器 　LCD-M4K432XDB
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

2 台 a)

17 ３２インチモニタ
(株)アイ・オー・データ機器 　LCD-M4K321XVB
恵安(株)　KWIN-4K32BH
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

2 台 a)

18 WEBスピーカー
サンワサプライ（株） MM-MC28
GNオーディオジャパン（株）Jabra SPEAK 510
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 個 a)

19 USBハブ
エレコム（株）U3HC-A429BBK
サンワサプライ（株） USB-3TCH25S
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

80 個 a)

20 USB延長ケーブル
エレコム（株）USB-ECOEA20
サンワサプライ（株）　KU-EN2K
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 本 a)

21
ドッキングステーショ
ン

エレコム（株）DST-C08SV
サンワサプライ（株）400-HUB089S
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 個 a)

調　達　品　目　表



番号 品名 カタログ製品名ａ） 数量 単位 備考

調　達　品　目　表

22 パソコン切替器
エレコム（株）KVM-HDHDU2
又はサンワサプライ（株）SW-KVM2WHU
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

20 個 a)

23 ヘッドセット
サンワサプライ（株）MM-HSRJ02
AGPtEK コールセンター用ヘッドセット
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

50 個 a)

24 光ケーブル
サンワサプライ（株）HKB-SCSC1-10L
住友電工(株)　1-SC-SC-SM-10
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

4 本 a)

25 ノートPCスタンド
エレコム（株）PCA-LTSH8BK
サンワサプライ（株）CR-36
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

50 個 a)

26 PCインナーバッグ
エレコム（株）BM-IBH13BK
サンワサプライ（株）BAG-INA4N2
または同等以上のもの

50 個 a)

27 マウス
エレコム（株）M-K6URBK/RS
(株)バッファロー BSMOU27SMBK
または同等以上のもの

5 個 a)

28 電源アダプター DELL(株)　CK492-BDBQ-01 5 個

29 ＩＣカードリーダー SONY(株)　RC-S380 5 個

30 トナーカートリッジ リコージャパン(株) SPトナーブラック C740H(600584) 5 個

31 トナーカートリッジ リコージャパン(株) SPトナーシアン C740H(600585) 6 個

32 トナーカートリッジ リコージャパン(株) SPトナーマゼンタ C740H(600586) 6 個

33 トナーカートリッジ リコージャパン(株) SPトナーイエロー C740H(600587) 4 個

34 ドラムカートリッジ
リコージャパン(株) SPドラムユニットブラックC740
（512767）

1 個

35 ドラムカートリッジ
リコージャパン(株) SPドラムユニットカラー
C740(512768)

1 個



番号 品名 カタログ製品名ａ） 数量 単位 備考

36 ＬＴＯ

HP　LTO-8　Ultrium　RWデータカートリッジ　Q2078A
富士通(株)　LTO8　Ultrium　データカートリッジ
0160390
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

50 個 a)

37 バーコードラベル
HP　LTO8バーコードラベル　Q2015A
データストレージ　LTO8用バーコードラベル　LT-T8
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 組 b)

38
クリーニングカート
リッジ

HP　LTO　Ultrium　ラベル付きユニバーサルクリーニング
カートリッジ　C7978A
IBM　LTO　Ultrium　ラベル付きユニバーサルクリーニン
グカートリッジ　35L2086
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 a)

39 TYPE-C　充電器
サンワサプライ(株) ACA-PD78BK
エレコム(株) MPA-ACCP24BK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 a)

40 Wi-fiルータ
富士ソフト(株)　FS040WMB1
Aterm　MR05LN
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

40 個 a)

41 パーツキャビネット
ホーザン（株）B-413
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

1 台 a)

42 ＨＵＢボックス
サンワサプライ(株) CP-HBOX2U
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

4 台 a)

調　達　品　目　表

※納入場所
　東京都新宿区市谷本村町5-1　68号館2階
　防衛省整備計画局情報通信課

　納期
　令和４年３月３１日（木）

※本調達の実施にあたり、契約の相手方（下請負者、再委託先等を含む。）は、納入物品について、情報の漏えい若
しくは破壊又は障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると知り、又は知り得べきソース
コード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために
必要な相応の管理を行うものとする。

注a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するも
のではない。


